
大会コード 19170551

： 2019年9月22日（日）
： 大町運動公園陸上競技場（競技場コード 174110）
： 大北陸上競技協会、大町市陸上競技協会、北安曇郡陸上競技協会
： 大北地区各市町村、大北地区各市町村教育委員会、大町市体育協会

： 北アルプス広域連合
： 大北陸上競技協会
： 駒澤　安正
： 五十川　正彦
： 藤巻　孝之

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

R1

T4 ｒ
T5
T6
T7
T8

FS 〇
T1
T2 ✖
T3 －

12:00 曇り 21.0 69 北 0.210:00 曇り 18.5 76 南 1.0
11:00 曇り 20.5 73 南東 0.89:00 曇り 18.5 76 南 1.2

(℃) (%) (m/s)
気温 湿度 風向 風速

(℃) (%) (m/s)
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 時刻 天候

八坂小5 19ｍ79
大会新 男子 走高跳 決勝 1ｍ80 松原大輝 ターミガンズ長野 過去出場無し
大会新 小学女子 ジャベリックボール投 決勝 19ｍ83 吉田心優

大町北小4 19ｍ79
大会新 小学女子 ジャベリックボール投 決勝 22ｍ33 小林千夏 大町南小5 19ｍ79
大会新 小学女子 ジャベリックボール投 決勝 23ｍ65 宮城　杏

松川小4 19ｍ79
大会新 小学女子 ジャベリックボール投 決勝 26ｍ71 稲垣有希 八坂小6 19ｍ79
大会新 少学女子 ジャベリックボール投 決勝 31ｍ30 望月清世

白馬アスレティッククラブ ４分３８秒0
大会新 中学男子 ジャベリックスロー（300ｇ） 決勝 38ｍ67 松澤尚弥 白馬中3 33ｍ28
大会新 男子 1500ｍ 決勝 ４分３０秒5 加藤誠隆

所属 従来の記録
大会新 男子 1500ｍ 決勝 ４分２４秒7 西沢紀元 昭和電工大町 ４分３８秒0

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年)

北安曇体育協会、大北スポーツ推進委員協議会
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第18回大北スポーツ競技会【大会コード19170551】                                  
主催：大北陸上競技協会・大町市陸上競技協会・北安曇郡陸上競技協会                
共催：大北地区各市町村・大北地区各市町村教育委員会・大町市体育協会・北安曇郡体育
後援：北アルプス広域連合                                                        

決勝記録一覧表
(GT:大会タイ,GR:大会新  ) 女  子 【競技場】174110  大町市運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/22 4年女子      -0.9 萩原 優美(4) 16.4 浅野 雫(4) 16.5 荻窪 夕姫(4) 16.6 草本 にこら(4) 16.7 西沢 なつみ(4) 17.1 槌市 莉子(4) 17.3 瀬戸口 心(4) 17.5 堀島 侑菜(4) 17.9

100ｍ 小学･小谷小 小学･大町南小 小学･松川小 小学･白馬南小 小学･大町北小 小学･大町北小 小学･大町西小 小学･松川小
09/22 5年女子      -0.2 中村 波南(5) 14.6 内山 実紅(5) 15.0 山根 詩由(5) 15.5 小倉 心美(5) 15.7 コワル 万彩(5) 16.1 奥原 結菜(5) 16.1 鈴木 寧々(5) 17.4 池田 景都(5) 18.4

100ｍ 小学･大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ GT 小学･大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小学･白馬南小 小学･大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･大町南小 小学･八坂小 小学･八坂小
09/22 6年女子      +1.1 梨子田 乃々果(6) 14.0 横澤 咲蘭(6) 14.5 北沢 真輝(6) 14.6 上條 明日香(6) 14.9 山崎 くるみ(6) 16.3 深澤 彩月(6) 16.4 原田 鈴(6) 19.1

100ｍ 小学･松川小 GR 小学･松川小 小学･松川小 小学･大町西小 小学･八坂小 小学･小谷小 小学･八坂小
09/22 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ(A)    1,04.7 八坂小(B)     1,07.5 

4×100mR 礒江 六花(6) 桑原 小夏(6)
髙原 紅葉(6) 得可主 あさひ(6)
丸山 愛季(6) 沓沢 采阿(6)
太田 璃子(6) 山崎 くるみ(6)

09/22 小学女子    髙原 紅葉(6) 3,41.4 齋藤 京果(6) 3,43.4 山口 舞穏(6) 3,47.8 髙橋 陽和(6) 3,48.8 湯浅 姫菜(6) 3,50.0 礒江 六花(6) 3,51.8 太田 璃子(6) 3,53.1 丸山 愛季(6) 3,54.2
1000ｍ 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･白馬南小 小学･白馬南小 小学･白馬南小 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

09/22 長澤 莉緒(5) 3.24(-1.8) 仁科 日花(6) 2.67(-0.2) 山本 凛乃(6) 2.43(-0.6) 板蔭 陽菜(4) 2.32(-0.2)
走幅跳 小学･大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小学･八坂小 小学･池田小 小学･八坂小

09/22 望月 清世(4) 31.30 稲垣 有希(6) 26.71 宮城 杏(4) 23.65 小林 千夏(5) 22.33 吉田 心優(5) 19.83 沓沢 采阿(6) 14.13 桑原 小夏(6) 13.86 弓削 エマ(6) 12.60
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･松川小 GR 小学･八坂小 GR 小学･大町北小 GR 小学･大町南小 GR 小学･八坂小 GR 小学･八坂小 小学･八坂小 小学･八坂小

09/22 1年女子       0.0 千野 さくら(1) 14.4 海川 怜(1) 15.2 水野 まい(1) 15.4 赤羽 この美(1) 15.5 酒井 杏樹(1) 15.7 望月 愛楓(1) 15.7 西澤 梨那(1) 15.8 久保田 彩月(1) 16.2
100ｍ 中学･仁科台中 中学･大町第一中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･大町第一中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･仁科台中

09/22 2年女子      +0.1 奥野 結愛(2) 13.7 ｼｪﾌﾗｰ ｾﾘｰﾅ小雪(2) 14.2 橋本 彩(2) 14.5 平林 杏菜(2) 15.3 佐藤 舞(2) 15.4 佐藤 みなき(2) 16.7
100ｍ 中学･白馬中 中学･白馬中 中学･仁科台中 中学･大町第一中 中学･白馬中 中学･大町第一中

09/22 中学女子    竹山 綾七(1) 12,36.1 北林 芽依(2) 12,43.0 内川 奈々(1) 12,45.2 瀬島 さやか(2) 12,50.8 太田 瑞莉(2) 13,05.6 藤岡 夏望(1) 13,50.0
3000ｍ 中学･仁科台中 中学･白馬中 中学･仁科台中 中学･白馬中 中学･仁科台中 中学･仁科台中

09/22 瀬島 さやか(2) 1.25 葛原 亜希(2) 1.20 千野 さくら(1) 1.20 望月 愛楓(1) 1.15 山岸 未希(2) 1.15
走高跳 中学･白馬中 中学･高瀬中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･白馬中

09/22 北原 侑奈(2) 4.32(+1.2) 竹田 遥香(2) 4.00(-1.1) 岡澤 優那(1) 3.80(+0.9) 佐藤 みずき(1) 3.46(+0.9)
走幅跳 中学･仁科台中 中学･白馬中 中学･仁科台中 中学･白馬中

09/22 樋井 萌菜美(2) 7.11 葛原 亜希(2) 6.74
砲丸投(2.721kg) 中学･北安松川中 中学･高瀬中

09/22 白馬中       56.2 仁科台中       57.4 北安松川中     1,02.4 
4×100ｍR 佐藤 舞(2) 北原 侑奈(2) 田代 あい(2)

奥野 結愛(2) 千野 さくら(1) 樋井 萌菜美(2)
竹田 遥香(2) 赤羽 この美(1) 水野 まい(1)
ｼｪﾌﾗｰ ｾﾘｰﾅ小雪(2) 橋本 彩(2) 関谷 千里(2)



予選 9月22日  9:20
決勝 9月22日 11:15

県小新              12.81
大会新  (GR )       15.7 

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.4

 1 萩原 優美(4) 小学      16.4 Q  1 荻窪 夕姫(4) 小学      16.5 Q
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ 小谷小 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾕｳｷ 松川小

 2 浅野 雫(4) 小学      16.5 Q  2 草本 にこら(4) 小学      16.8 Q
ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ 大町南小 ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ 白馬南小

 3 槌市 莉子(4) 小学      17.6 Q  3 瀬戸口 心(4) 小学      17.3 Q
ﾂﾁｲﾁ ﾘｺ 大町北小 ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 大町西小

 4 堀島 侑菜(4) 小学      17.8  4 西沢 なつみ(4) 小学      17.4 q
ﾎﾘｼﾏ ﾕｷﾅ 松川小 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 大町北小

 5 金原 藍菜(4) 小学      18.1  5 中嶌 苺(4) 小学      17.8 
ｷﾝﾊﾞﾗ ｱｲﾅ 大町西小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲ 大町東小

 6 腰原 桃寧(4) 小学      18.6  6 白澤 みさと(4) 小学      18.3 
ｺｼﾊﾗ ﾓﾓﾈ 大町東小 ｼﾗｻﾜ ﾐｻﾄ 大町東小

 7 金子 璃音(4) 小学      19.8 
ｶﾈｺ ﾘﾉﾝ 八坂小

風速 -0.9

 1 萩原 優美(4) 小学      16.4 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ 小谷小

 2 浅野 雫(4) 小学      16.5 
ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ 大町南小

 3 荻窪 夕姫(4) 小学      16.6 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾕｳｷ 松川小

 4 草本 にこら(4) 小学      16.7 
ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ 白馬南小

 5 西沢 なつみ(4) 小学      17.1 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 大町北小

 6 槌市 莉子(4) 小学      17.3 
ﾂﾁｲﾁ ﾘｺ 大町北小

 7 瀬戸口 心(4) 小学      17.5 
ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 大町西小

 8 堀島 侑菜(4) 小学      17.9 
ﾎﾘｼﾏ ﾕｷﾅ 松川小

4年女子       

100ｍ               

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3    98

6     6

   82

2   110

7    66

順 ﾚｰﾝ No.

5    45

4    93

8

6   109
氏  名 所属名 記録／備考

4    81

2    38

   94

5    95

7    67

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3

3    98

所属名 記録／備考
4     6

5    38

2   109

7    66

1    67

8   110

6    81



決勝 9月22日 11:25

県小新              12.81
大会新  (GR )       14.6 

風速 -0.2

 1 中村 波南(5) 小学      14.6 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 2 内山 実紅(5) 小学      15.0 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 3 山根 詩由(5) 小学      15.5 
ﾔﾏﾈ ｼﾕ 白馬南小

 4 小倉 心美(5) 小学      15.7 
ｵｸﾞﾗ ｺﾊﾙ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 5 コワル 万彩(5) 小学      16.1 
ｺﾜﾙ ﾏｰﾔ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 6 奥原 結菜(5) 小学      16.1 
ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ 大町南小

 7 鈴木 寧々(5) 小学      17.4 
ｽｽﾞｷ ﾈﾈ 八坂小

 8 池田 景都(5) 小学      18.4 
ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 八坂小

5年女子       

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6   104

2   105
大会タイ

8   103

5    35

4   102

3    24

7    46

1    49



決勝 9月22日 12:45

県小新              53.01
大会新  (GR )     1,02.4 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  2 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   103 小倉 心美(5)

ｵｵﾏﾁｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｵｸﾞﾗ ｺﾊﾙ 失格
  104 内山 実紅(5)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ
  106 長澤 莉緒(5)

ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ
  105 中村 波南(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ

5年女子       

4×100mR            

決勝



決勝 9月22日 11:35

県小新              12.81
大会新  (GR )       14.2 

風速 +1.1

 1 梨子田 乃々果(6)小学      14.0 
ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 松川小

 2 横澤 咲蘭(6) 小学      14.5 
ﾖｺｻﾜ ｻﾗ 松川小

 3 北沢 真輝(6) 小学      14.6 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ 松川小

 4 上條 明日香(6) 小学      14.9 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ 大町西小

 5 山崎 くるみ(6) 小学      16.3 
ﾔﾏｻｷ ｸﾙﾐ 八坂小

 6 深澤 彩月(6) 小学      16.4 
ﾌｶｻﾜ ｻﾂｷ 小谷小

 7 原田 鈴(6) 小学      19.1 
ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ 八坂小

6年女子       

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6   116

4   117
大会新

8    76

2   118

3     1

7    61

0

5    59



決勝 9月22日 12:50

県小新              53.07
大会新  (GR )     1,00.2 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ   23 礒江 六花(6)    1,04.7 

ﾊｸﾊﾞｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞA ｲｿｴ ﾘｯｶ
   17 髙原 紅葉(6)

ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ
   21 丸山 愛季(6)

ﾏﾙﾔﾏ ｱｲｷ
   19 太田 璃子(6)

ｵｵﾀ ﾘｺ
 2   3 八坂小(B)    55 桑原 小夏(6)    1,07.5 

ﾔｻｶｼｮｳB ｸﾜﾊﾜ ｺﾅ
   52 得可主 あさひ(6)

ｴﾍﾞｼｭ ｱｻﾋ
   54 沓沢 采阿(6)

ｸﾂｻﾞﾜ ﾄｱ
   61 山崎 くるみ(6)

ﾔﾏｻｷ ｸﾙﾐ
  5 八坂小(A)    58 仁科 日花(6)

ﾔｻｶｼｮｳA ﾆｼﾅ ﾊﾙｶ 失格
   59 原田 鈴(6)

ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ
   62 弓削 エマ(6)

ﾕｹﾞ ｴﾏ
   51 稲垣 有希(6)

ｲﾅｶﾞｷ ﾕｷ
  4 松川小

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ 欠場

6年女子       

4×100mR            

決勝



決勝 9月22日 10:55

県小新            3,03.45
大会新  (GR )     3,28.2 

 1 髙原 紅葉(6) 小学    3,41.4 
ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 2 齋藤 京果(6) 小学    3,43.4 
ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 白馬南小

 3 山口 舞穏(6) 小学    3,47.8 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾉﾝ 白馬南小

 4 髙橋 陽和(6) 小学    3,48.8 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 白馬南小

 5 湯浅 姫菜(6) 小学    3,50.0 
ﾕｱｻ ﾋﾒﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 6 礒江 六花(6) 小学    3,51.8 
ｲｿｴ ﾘｯｶ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 7 太田 璃子(6) 小学    3,53.1 
ｵｵﾀ ﾘｺ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 8 丸山 愛季(6) 小学    3,54.2 
ﾏﾙﾔﾏ ｱｲｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 9 松原 三木姫(6) 小学    4,01.6 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓｸﾒ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

10 松澤 美里(4) 小学    4,06.0 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 小谷小

11 松中 叶(5) 小学    4,06.9 
ﾏﾂﾅｶ ｶﾉﾝ 白馬南小

12 佐々木 璃子(6) 小学    4,21.9 
ｻｻｷ ﾘｺ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

13 林 真穂(4) 小学    4,29.2 
ﾊﾔｼ ﾏﾎ 白馬南小
ｴﾝﾗｲﾄ愛理 ｼｬﾝﾃｨ 小ー学
ｴﾝﾗｲﾄ ｱｲﾘ ｼｬﾝﾃｨ 白ー馬南小
中村 夢希(6) 小学
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒﾉ 松川小

順 No.

小学女子      

1000ｍ              

決勝

13    17
氏  名 所属名 記録／備考

2    27

8    29

15    18

12    28

9    19

1    23

7    22

3    21

6    31

5     7

14    36

11    20

10   119
欠場

4    32
欠場



決勝 9月22日  9:00

県小新               4.75
大会新  (GR )        4.34

長澤 莉緒(5) 小学   3.11   3.05   3.09   2.85    X   3.24    3.24 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   -1.4   -0.2   -1.0   -0.5   -1.8    -1.8
仁科 日花(6) 小学    X    X    X   2.67   2.62   2.47    2.67 
ﾆｼﾅ ﾊﾙｶ 八坂小   -0.2    0.0   -0.3    -0.2
山本 凛乃(6) 小学   2.31   2.28   2.43   2.42   2.19   2.08    2.43 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ 池田小   -0.7   -1.7   -0.6   -1.2    0.0   -1.3    -0.6
板蔭 陽菜(4) 小学    X   2.32    X   2.23    X   2.31    2.32 
ｲﾀｶｹﾞ ﾋﾅ 八坂小   -0.2   -0.6    0.0    -0.2

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

小学女子      

走幅跳              

決勝

-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

2 2    58

備考
1 4   106

-5- -6- 記録

4 1    44

3 3   129



決勝 9月22日  9:00

県小新              46.48
大会新  (GR )       19.79

望月 清世(4) 小学 大会新
ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾖ 松川小
稲垣 有希(6) 小学 大会新
ｲﾅｶﾞｷ ﾕｷ 八坂小
宮城 杏(4) 小学 大会新
ﾐﾔｷﾞ ｱﾝｽﾞ 大町北小
小林 千夏(5) 小学 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 大町南小
吉田 心優(5) 小学 大会新
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｳ 八坂小
沓沢 采阿(6) 小学
ｸﾂｻﾞﾜ ﾄｱ 八坂小
桑原 小夏(6) 小学
ｸﾜﾊﾜ ｺﾅ 八坂小
弓削 エマ(6) 小学
ﾕｹﾞ ｴﾏ 八坂小
得可主 あさひ(6) 小学
ｴﾍﾞｼｭ ｱｻﾋ 八坂小

小学女子      

ジャベリックボール投

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 9   113

31.30

-5- -6- 記録-2- -3-

  O   O  31.30   O   O   O

  O   O  O   O 26.71
2 5    51

 23.65   O 23.65   O

 26.71 

3 1    68
  O

  O

22.33
4 8    99

  O   O

 22.33 

5 2    50
19.83

  O   O   O  O   O

  O   O  19.83   O   O   O

  O   O  O   O 14.13
6 7    54

 13.86   O   O   O

 14.13 

7 6    55
12.99

  X

12.60
8 4    62

  O 13.86

 12.60 

9 3    52
  O

  O   O   O  O   O

 11.47 11.47   O



予選 9月22日  9:40
決勝 9月22日 11:45

県中記録            12.05
大会新  (GR )       13.7 

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.0

 1 海川 怜(1) 中学      15.2 Q  1 千野 さくら(1) 中学      14.4 Q
ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町第一中 ﾁﾉ ｻｸﾗ 仁科台中

 2 赤羽 この美(1) 中学      15.4 Q  2 西澤 梨那(1) 中学      15.6 Q
ｱｶﾊﾈ ｺﾉﾐ 仁科台中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝﾅ 仁科台中

 3 水野 まい(1) 中学      15.5 Q  3 酒井 杏樹(1) 中学      15.8 Q
ﾐｽﾞﾉ ﾏｲ 北安松川中 ｻｶｲ ｱﾝｼﾞｭ 大町第一中
藤岡 夏望(1) 中学  4 久保田 彩月(1) 中学      16.1 q
ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾂﾐ 仁科台中 ｸﾎﾞﾀ ﾙｲ 仁科台中
小林 珠侑(1) 中学  5 望月 愛楓(1) 中学      16.1 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ 大町第一中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅｶ 北安松川中

風速  0.0

 1 千野 さくら(1) 中学      14.4 
ﾁﾉ ｻｸﾗ 仁科台中

 2 海川 怜(1) 中学      15.2 
ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町第一中

 3 水野 まい(1) 中学      15.4 
ﾐｽﾞﾉ ﾏｲ 北安松川中

 4 赤羽 この美(1) 中学      15.5 
ｱｶﾊﾈ ｺﾉﾐ 仁科台中

 5 酒井 杏樹(1) 中学      15.7 
ｻｶｲ ｱﾝｼﾞｭ 大町第一中

 6 望月 愛楓(1) 中学      15.7 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅｶ 北安松川中

 7 西澤 梨那(1) 中学      15.8 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝﾅ 仁科台中

 8 久保田 彩月(1) 中学      16.2 
ｸﾎﾞﾀ ﾙｲ 仁科台中

1年女子       

100ｍ               

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  6901

3  6870

2  6904
欠場

6  6787

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2  6903

6  6902

 6786

4  6906

3  6875

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

55  6882
欠場

5  6870

所属名 記録／備考
6  6902

3  6901

7  6787

2  6786

8  6875

1  6906

4  6903



決勝 9月22日 11:55

県中新              12.05
大会新  (GR )       13.2 

風速 +0.1

 1 奥野 結愛(2) 中学      13.7 
ｵｸﾉ ﾕﾗ 白馬中

 2 ｼｪﾌﾗｰ ｾﾘｰﾅ小雪( 中学      14.2 
ｼｪﾌﾗｰ ｾﾘｰﾅｺﾕｷ 白馬中

 3 橋本 彩(2) 中学      14.5 
ﾊｼﾓﾄ ｱﾔ 仁科台中

 4 平林 杏菜(2) 中学      15.3 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ 大町第一中

 5 佐藤 舞(2) 中学      15.4 
ｻﾄｳ ﾏｲ 白馬中

 6 佐藤 みなき(2) 中学      16.7 
ｻﾄｳ ﾐﾅｷ 大町第一中

2年女子       

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5  6834

7  6824

2  6872

4  6898

6  6889

3  6832



決勝 9月22日 10:20

県中新            9,25.24
大会新  (GR )    11,11.2 

 1 竹山 綾七(1) 中学   12,36.1 
ﾀｹﾔﾏ ｱﾔﾅ 仁科台中

 2 北林 芽依(2) 中学   12,43.0 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 白馬中

 3 内川 奈々(1) 中学   12,45.2 
ｳﾁｶﾜ ﾅﾅ 仁科台中

 4 瀬島 さやか(2) 中学   12,50.8 
ｾｼﾞﾏ ｻﾔｶ 白馬中

 5 太田 瑞莉(2) 中学   13,05.6 
ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾘ 仁科台中

 6 藤岡 夏望(1) 中学   13,50.0 
ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾂﾐ 仁科台中
石川 希和子(1) 中学
ｲｼｶﾜ ｷﾜｺ 小谷中

順 No.

中学女子      

3000ｍ              

決勝

1  6900
氏  名 所属名 記録／備考

3  6899

4  6825

5  6896

2  6828

6  6850
欠場

7  6904



決勝 9月22日  9:00

県中新               1.75
大会新  (GR )        1.54

瀬島 さやか(2) 中学
ｾｼﾞﾏ ｻﾔｶ 白馬中
葛原 亜希(2) 中学
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 高瀬中
千野 さくら(1) 中学
ﾁﾉ ｻｸﾗ 仁科台中
望月 愛楓(1) 中学
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅｶ 北安松川中
山岸 未希(2) 中学
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｷ 白馬中

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

中学女子      

走高跳              

決勝

備考1m00 1m05所属名 記録1m10 1m15 1m11m30 0m01m20 1m25

XXOO O O
1 1  6828

 1.25

2 5  6748

XXXO XO

3 2  6902

O O XXXXO

XXXO - -

 1.20O O

 1.20

4 4  6786

XXO XO

O XXX- - -

O O XO

 1.15

5 3  6836
 1.15XXO XXX



決勝 9月22日 10:30

県中新               5.74
大会新  (GR )        4.91

北原 侑奈(2) 中学   4.26   4.13   4.17   4.32   4.14   3.95    4.32 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ 仁科台中    0.0   -0.6   +0.6   +1.2   -0.3   -2.2    +1.2
竹田 遥香(2) 中学    X   3.80    X   3.89    X   4.00    4.00 
ﾁｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 白馬中   -0.9   +1.1   -1.1    -1.1
岡澤 優那(1) 中学   3.59   3.70   3.52   3.52   3.80   3.52    3.80 
ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 仁科台中    0.0   -0.7   +1.0    0.0   +0.9   -1.4    +0.9
佐藤 みずき(1) 中学   3.46   3.33   2.85    X   3.35   3.39    3.46 
ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 白馬中   +0.9   -0.2    0.0    0.0   -2.5    +0.9

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

中学女子      

走幅跳              

決勝

-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

2 3  6835

備考
1 4  6897

-5- -6- 記録

4 1  6837

3 2  6905



決勝 9月22日 11:00

県中新              13.67
大会新  (GR )       10.49

樋井 萌菜美(2) 中学
ﾋﾉｲ ﾓﾅﾐ 北安松川中
葛原 亜希(2) 中学
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 高瀬中

中学女子      

砲丸投(2.721kg）    

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 1  6773

 6.95

-5- -6- 記録-2- -3-

2 2  6748

 6.84  6.86   7.11  6.75  7.11  6.78

  6.74  6.03  5.43  6.74 6.61   X  6.02



決勝 9月22日 13:00

県中新              48.17
大会新  (GR )       54.6 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 白馬中  6832 佐藤 舞(2)      56.2 

ﾊｸﾊﾞﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾏｲ
 6824 奥野 結愛(2)

ｵｸﾉ ﾕﾗ
 6835 竹田 遥香(2)

ﾁｸﾀﾞ ﾊﾙｶ
 6834 ｼｪﾌﾗｰ ｾﾘｰﾅ小雪(2)

ｼｪﾌﾗｰ ｾﾘｰﾅｺﾕｷ
 2   3 仁科台中  6897 北原 侑奈(2)      57.4 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ
 6902 千野 さくら(1)

ﾁﾉ ｻｸﾗ
 6901 赤羽 この美(1)

ｱｶﾊﾈ ｺﾉﾐ
 6898 橋本 彩(2)

ﾊｼﾓﾄ ｱﾔ
 3   2 北安松川中  6772 田代 あい(2)    1,02.4 

ﾏtｶﾜﾁｭｳ ﾀｼﾛ ｱｲ
 6773 樋井 萌菜美(2)

ﾋﾉｲ ﾓﾅﾐ
 6787 水野 まい(1)

ﾐｽﾞﾉ ﾏｲ
 6770 関谷 千里(2)

ｾｷﾔ ﾁｻﾄ
  5 大町第一中

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ 欠場

中学女子      

4×100ｍR           

決勝
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